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日本図書センター
1.　算数の探険（全10巻）
遠山　啓／著
対象：小学校低学年以上〜
定価（税込）38,880円
割引価格（税込）31,104円
理数離れの危惧が叫ばれ、

算数が「暗記科目」と考られ
る現代において、子供が算数
の良書に出会える絶好の機会
です。
シリーズ全体にわたり、

「学び」と「遊び」とを一致させることをめざして作られており、読み進めて
いくうちに、自然に考える力が身につくシリーズです。

2.　さんすうだいすき（全10巻）
遠山　啓／著
対象：３才〜小学校低学年
定価（税込）25,920円
割引価格（税込）20,736円
算数の基礎の基礎を楽しんで

学べます。
絵や図を楽しみながら自然に

算数の準備ができるよう、ゆっ
くり進みます。
子どもがもちやすい疑問を研

究し、どの子にも理解できるよ
うにつくられた絵本です。

3.　こくごだいすき（全８巻・別巻１）
江口季好　他／編著
対象：３才〜小学校低学年
定価（税込）23,328円
割引価格（税込）18,662円
やさしい「こくご」の知育

絵本・ことばの発達段階に合
わせて、楽しみながら国語の
基礎力をつける学習シリーズ
です。

4.　名著こども訳シリーズ（全５巻）
齋藤孝／監修　すがわらけいこ／イラスト
定価（税込）8,100円
割引価格（税込）6,480円
いまを生きるためのこどもた

ちにとって役立つことばを、齋
藤孝先生が古今東西の名著から
厳選し、こども向けに超訳！！
小学校に入学するお子様、社

会人になる高校生・大学生、新
しい環境で生活が始まるすべて
の人におくる大人気シリーズ！

5.　ニッポン美術たんけん（全３巻）
辻　惟雄／監修
定価（税込）11,664円
割引価格（税込）9,331円
マンガやアニメの源流と

もいえる、びっくりするよ
うな不思議な日本美術の世
界を、時代別、３巻に分け
て「探検」感覚で紹介！　
日本の伝統を形づくる重要
な要素である「美術」「工
芸」に親しむための最適の
入門書です。

6.　こんなこいるかな（全12巻）
有賀　忍／作
定価（税込）9,072円
割引価格（税込）7,258円
「こんなこいるかな」全12巻

は、NHK「おかあさんといっ
しょ」で放送された大人気ア
ニメから生まれた絵本シリー
ズです。
魅力的な12人のキャラクタ

ーたちが大活躍するこのシリ
ーズは、ファンの間で圧倒的
な人気を誇っています！

申 し 込 み 方 法

本会HP（会員サービス：http://www.zenken.com/service/kyouyou/kyouyou.html）より、申込用紙をダウンロ
ードしてください。

現金書留の場合
　〒107－0052　
　東京都港区赤坂３－21－13　ヒューリック赤坂ビル７F
　一般社団法人 全日本建設技術協会　総務課
　　　　　　「教養・育児図書の割引斡旋」　係
　※申込書を同封

　郵便振込みの場合（御入金の手数料はご負担ください。）
　口座番号：00150－１－4928
　名　　義：（一社）全日本建設技術協会
　（通信欄に、「教養・育児図書」と記入してください。）
　※申込書を振込受領書の写しと一緒にFAXしてください。
　FAX：03－3586－6640

「教養・育児図書」が２割引でご購入できます！
（お子様へのプレゼント等に最適です。）

■次の書籍を定価の２割引でご購入できます。

■お問合せ：総務課　小沢　TEL：03-3585-4546
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7.　えほん・くだものむら（全６巻）
じゃんぼかめ／作・絵
定価（税込）5,184円
割引価格（税込）4,147円
あわてんぼうのりんごのお母

さん。あつくて皮をぬいだばなな
の子。ひとりぐらしの大きないち
ご。くだもの村のなかよしさくら
んぼ。はずかしがり屋のももの女
の子。元気なみかんの子どもたち。
など、子どもたちが大好きなくだ
ものたちのほのぼのとしたお話。

8.　2018年　国土社　朝読新刊セット（全５巻）
金冶直美／作　他
定価（税込）7,020円
割引価格（税込）5,616円
新しい読み物を集めま

した。低学年から中学年
まで、ワクワクのドキド
キな読み物もりだくさ
ん！

9.　新・ことばあそびえほん（全６巻）
石津ちひろ 他／作
定価（税込）8,532円
割引価格（税込）6,826円
ことばの区切りや同音語や助詞

について、クイズみたいに遊びなが
らその働きを学べる絵本、さらには
「だって…」という子どものいいわ
けのくり返しが面白く、奇想天外な
発想で子どもたちを爆笑の渦にま
きこむ絵本。子どもたちに人気のこ
とばあそび絵本が大集合！

10.　黄門さまの社会科クイズ　新刊セット（全３巻）
国土社編集部／編
定価（税込）6,480円 
割引価格（税込）5,184円
さまざまな角度から出されるク

イズを解いていくだけで、いつのま
にか社会科が得意になるシリーズ。
教科書に沿った基本的な問題から、
ちょっと変わった切り口の問題ま
で難易度はさまざま。１冊楽しく解
き終えれば、社会科が暗記ではなく
考える教科になるはず！

11.　保健室で見る　早寝・早起き・朝ごはんの本
　（全３巻）
近藤とも子／著　大森眞司／絵
定価（税込）9,072円 
割引価格（税込）7,258円
早寝・早起き・朝ごはんがとても大

切である理由を、だれでも納得できる
ように、楽しいイラストで図解するシ
リーズ。１巻では「早寝・早起き」、２
巻では「朝ごはん」、３巻では「生活
リズム」が、どうして大切なのか、そ
の秘密をときあかします。

12.　妖怪・おばけえほん（全４巻）
ヒサクニヒコ／著　ローリー・フリードマン／作・絵
定価（税込）6,480円 
割引価格（税込）5,184円
誰でも知っているのに、その正

体がよく分かっていない“いきも
の”のなぞいっぱいの生活を楽し
くレポートするユニークな図鑑
や、サイモンがおばけやしきを探
検する「おばけやしきなんてこわ
くない」等、古今東西おばけ・妖
怪に関する絵本シリーズ。

13.　2018年　国土社絵本新刊セット（全２巻）
うるしばらともよし／著　みうらなお／作・絵
定価（税込）3,132円
割引価格（税込）2,506円
「火のカッパ」おばあちゃんから教わったカッパの話を信じてきたゲンタ。そ

んなゲンタと家族の疎開が決まった日の夜、東京大空襲がおこる。「ハロウィ
ーンのおきゃくさま」ハロウィーンが近づく、
あかつきもりでは、森の奥に住むまほうつかい
のうわさでもちきりです。

月が明るくかがやく夜に、ルピとルナ、森の
仲間たちは、まほうつかいさがしの冒険に出か
けました。みんなを待ちうけていたものは…。

14.　なるほど忍者大図鑑（全１巻）
ヒサクニヒコ／絵・文
定価（税込）4,104円
割引価格（税込）3,283円
忍者の武器や道具、忍術や戦い方を大型の

楽しいイラストや写真で紹介している図鑑で
す。戦国時代や江戸時代など時代背景を軸に
忍者の役割を紹介しているので歴史授業の資
料としても利用できます。。

15.　おてつだいおばけさん（全２巻）
季巳明代／作　長谷川知子／絵
定価（税込）2,592円
割引価格（税込）2,074円
まんぷくラーメンは、とうちゃん

秘伝のスープがおいしいと、いつ
も大忙しだ。ところが出前係のか
あちゃんがけがをした。あわてて
アルバイトをたのむと、『見習中で
す。仕事をさせてください」と、お
てつだいおばけさんたちが現れ
て…。

16.　建築家になろう
 家が町や都市をつくる

樫野紀元／著
ひらかわしょうじろう／資料・挿画
定価（税込）1,296円 
割引価格（税込）1,037円
建築家になるにはどうしたらいいのだろう

か。建築家にとって大切な三つの要素とは？地
震に強く、自然と共生する家づくりなど、建築
を通して社会について生き方についても学べ
る本。
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17.　いもとようこのことわざえほん（全５巻）
いもとようこ／文・絵
定価（税込）7,020円
割引価格（税込）5,616円
ことわざ、慣用句を人気絵本

作家のかわいい絵と、いもと流
の楽しい解釈で紹介。あっとい
う間に日本語の達人に。
●ねこにこばん●はなより
だんご●たなからぼたもち
●いそがばまわれ●のこり
ものにはふくがある

18.　バートンののりものえほん（全４巻）
バイロン・バートン／作・絵　こじままもる／訳
対象：０〜３才向
定価（税込）3,283円
割引価格（税込）2,627円
幼児がはじめて出会うのりもの絵

本として、イタリアやイギリスなど
世界各国で翻訳されている人気シリ
ーズ。カラフルな色づかいとリズム
感あるページ運びが子供たちの目を
ひきつけます。●でんしゃ●とらっ
く●ふね●ひこうき

19.　やさしくわかる　びょうきのえほん
　（全５巻）
石塚修ほか／文　桑原博史ほか／監修
定価（税込）7,020円
割引価格（税込）5,616円
「どうして病気になるの？」という

疑問をはじめて持った子どもたちに、
やさしく答える絵本。風邪などの感染
症やアレルギーなど、子どもにとって
身近な病気をわかりやすく紹介しま
す。病気について知り、自分の体への
関心を深める入門書シリーズ。

20.　やさしくわかる　ぼうさい・ぼうはんのえほん（全５巻）
せべまさゆき／絵　国崎信江／監修
WILLこども知育研究所／編著
定価（税込）7,020円
割引価格（税込）5,616円
子どもたちの身のまわりで起きる災害

や犯罪、危険なことをとりあげ、その対
策をまとめた防災・防犯の知識絵本です。
子どもが自分の身体や心、そして命をど
うやって守ればいいのか、その知識をわ
かりやすくまとめました。親子で、学校で、子どもと大人が繰り返し一緒に
読むことで、防災・防犯について考え備えることができるシリーズです。

21.　ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん（全４巻）
さくらももこ／原作　山中龍宏／監修
対象：４〜７才
定価（税込）4,752円
割引価格（税込）3,802円
日常生活でおこる思わぬ事故や

けがの対処法、心構えなどを学ぶ
のに最適です！●ルールをまもろ
う！こうつうあんぜん●きをつけ
よう！ゆうかい・まいご●ほら、あ
ぶないよ！けが・やけど●どうし
たらいいの？じしん・かじ

22.　やさしいからだのえほん（全５巻）
香坂隆夫ほか／監修　対象：４〜７才
定価（税込）6,480円
割引価格（税込）5,184円
「ひとのからだってどうな

ってるの？」という疑問にイ
ラストや写真を使ってやさし
く答えます。内臓や骨など体
の各部の名称や働きもわかり
やすく解説。子どもたち自身
が、自分の体を大切にしよう
とする気持ちを育てます。

23.　げんきをつくる食育えほん（全５巻）
吉田隆子／作
対象：４〜７才
定価（税込）7,020円
割引価格（税込）5,616円
食べ物を赤・黄・緑・白の４

色のグループに分け、それぞれ
の栄養やはたらきをイラストで
わかりやすく紹介。食べること
の楽しさとバランスのとれた食
事の大切さを伝え、体に良い食
べ物を選ぶ目を育てます。

24.　大人になっても忘れたくない
　いもとようこ名作絵本（全12巻）
浜田廣介ほか／著
対象：〜８才
定価（税込）17,280円
割引価格（税込）13,824円
浜田廣介、新美南吉、宮沢賢治、坪田

譲治、かこさとし…いもとようこが自ら
セレクトした大人になっても忘れたくな
い珠玉の名作シリーズ。いつまでも読み
継いでいきたい名作が、いもとようこの
世界でさらに広がります。

25.　生活の基本が身につく！ピカピカの１年生セット（全３巻）
WILLこども知育研究所／編著
定価（税込）4,860円
割引価格（税込）3,888円
あいさつや、日時の読み方、和式ト

イレや雨具の使い方など、ひとりでで
きるようにしておきたい生活の基本を
紹介した『１ねんせいの　せいかつえ
じてん』、および小学校の施設や設備が
よくわかる『がっこうたんけん　しょ
うがっこう　だいずかん』、おはしやえんぴつ、歯ブラシなど、いろいろなも
のの持ち方が身につく『ただしいもちかたの絵本』の３冊セットです。

26.　はじめての食育クッキングえほん（全３巻）
吉田隆子／作　せべまさゆき／絵
定価（税込）4,212円
割引価格（税込）3,370円
子どもたちに食べることの

楽しさを伝える、お話仕立て
の絵本。子どもが自分で料理
をつくることで色々な発見を
し、食材が変化していく様子
を、目・耳・舌で感じていき
ます。お話の中に登場するレ
シピも掲載されています。


